
〔ダブルス〕〔ダブルス〕〔ダブルス〕〔ダブルス〕

開催日：９月２７日（日）

( 11 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　  全員　８：４５までに 全員　８：４５までに 全員　８：４５までに 全員　８：４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3333

1-11-11-11-1
(TOUR

-STAGE) 坂本　雅俊
(TOUR

-STAGE) 植竹　友彦

2-2 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹

3-2 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 安　　祐樹 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 菅ヶ谷　暢康

2-12-12-12-1 (ゆ-&ｍe) 石原　翔太 (ゆ-&ｍe) 後藤　優祐

3-13-13-13-1
(TOUR

-STAGE) 木村　朋広
(TOUR

-STAGE) 本田　修平

1-2 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 今野　広大 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 高野　幹祐

ﾘｰｸﾞ

坂本 植竹 松澤 芳賀 今野 高野

A 1A 1A 1A 1
(TOUR

-STAGE) 坂本　雅俊
(TOUR

-STAGE) 植竹　友彦

(ゆ-&ｍe) 松澤　敏光 (ゆ-&ｍe) 芳賀　達広

(ﾄｯﾊﾟﾝ) 今野　広大 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 高野　幹祐

岸野 深津 鈴木 大場 野村 市村 石原 後藤

A 2A 2A 2A 2 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岸野　　純 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 深津　博樹

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　荘右 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　之博

(ゆ-&Me) 野村　有広 (ゆ-&Me) 市村　　雄

(ゆ-&ｍe) 石原　翔太 (ゆ-&ｍe) 後藤　優祐

安 菅ヶ谷 植草 横田 木村 本田 伊藤 堀内

A 3A 3A 3A 3 (ﾄｯﾊﾟﾝ) 安　　祐樹 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 菅ヶ谷　暢康

(一般) 植草　和彦 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 横田　善彦

(TOUR
-STAGE) 木村　朋広

(TOUR
-STAGE) 本田　修平

(ゆ-&Me) 伊藤　　輝 (ゆ-&Me) 堀内　秀樹

石原　翔太

後藤　優祐

2222

4444

1111

3333

0-60-6

6-26-26-26-26-26-26-26-2

6-56-56-56-5

6-16-16-16-1

1-60-6

1111

3333

2222

4444

3333

1111

2222

0-6 2-6 4-6

順位

6-46-46-46-4

4-6 6-46-46-46-4 2-6

6-36-36-36-3 6-16-16-16-1 6-06-06-06-0

6-06-06-06-0 1-6

6-16-16-16-1 6-06-06-06-0 3-6

1-6 5-6 1-6

1-6 6-16-16-16-1

順位

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ 順位

6-06-06-06-0 6-16-16-16-1

２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会２０１５年 幸 手 市 市 民 大 会

 男子　D（一般） 男子　D（一般） 男子　D（一般） 男子　D（一般）

A決

A準２

Ａ１１

Ａ１２

A準１

75

75

61

76(2)

61



（試合形式）（試合形式）（試合形式）（試合形式） ：予選リーグ－１セット（ノンアド・６ゲーム先取）

：決勝トーナメント－１セットマッチ（ノンアド、６－６：12ポイントタイブレーク）

( 5 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　  全員　１０：００までに 全員　１０：００までに 全員　１０：００までに 全員　１０：００までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1111

ﾘｰｸﾞ 第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ（シード）第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第５ﾌﾟﾚｰﾔｰ

佐藤 吉田 本谷 岩瀬 岡 今本 鵜野 高塚 後上 川崎

壮壮壮壮 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 佐藤　秀高 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 吉田　浩次

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 本谷　義之 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 岩瀬　敏雄

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 岡　　和之 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 今本　浩史

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 鵜野　順一 (一般) 高塚　和範

(ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 後上　成樹 (ｺﾝﾊﾟｰﾉ) 川崎　　毅

( 7 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　  全員　１０：００までに 全員　１０：００までに 全員　１０：００までに 全員　１０：００までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2222

1-11-11-11-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市

2-2 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 遠藤　淳美 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 新井　徹弥

2-12-12-12-1 (ゆ-&Me) 岩本　正夫 (ゆ-&Me) 宇田　敏明

1-2 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 小川　隆夫 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 遠藤　　司

ﾘｰｸﾞ

大山 奥山 浜田 野中 小川 遠藤

V 1V 1V 1V 1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大山　英夫 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 奥山　貴市

(SLTC) 浜田　光麓 (SLTC) 野中　　修

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 小川　隆夫 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 遠藤　　司

岩本 宇田 小高 竹本 遠藤 新井 森野 田中

V 2V 2V 2V 2 (ゆ-&Me) 岩本　正夫 (ゆ-&Me) 宇田　敏明

(SLTC) 小高　道洋 (SLTC) 竹本　信義

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 遠藤　淳美 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 新井　徹弥

(一般) 森野　清治 (一般) 田中　昭人

大山　英夫
奥山　貴市

2222

4444

6-16-16-16-1 6-26-26-26-2

1-62-6

4-6

4444

1111

3333

5555

0-6 1-6 2-6

 男子　D（ベテラン） 男子　D（ベテラン） 男子　D（ベテラン） 男子　D（ベテラン）

6-36-36-36-3 6-46-46-46-4 6-06-06-06-0

3-6 1-6 6-16-16-16-1

6-16-16-16-1

1-6 6-16-16-16-1

順位

1111

3333

2222

第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ
（シード）

第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

6-26-26-26-2

1-6 0-6 6-36-36-36-3

6-06-06-06-0 6-26-26-26-2

6-26-26-26-20-6

6-46-46-46-4 6-16-16-16-1

5-6 6-06-06-06-0

2-6

6-26-26-26-2

2-6 3-6 2-6

 男子　D（壮年） 男子　D（壮年） 男子　D（壮年） 男子　D（壮年）

順位

4-6

順位

6-56-56-56-5 6-26-26-26-2

2-6

2222

1111

3333

V準１

V準２

V決

30(RET)

63

76(5)



( 10 ﾍﾟｱ） 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　 受付時間：　  全員　８：４５までに 全員　８：４５までに 全員　８：４５までに 全員　８：４５までに

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3333

1-11-11-11-1 (MAC) 加藤　晶子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美

2-2 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 韮沢　寿美子 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　美奈子

3-2 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 飯村　純子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 樋口　たか子

2-12-12-12-1 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

3-13-13-13-1 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 市川　久美子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大滝　成子

1-2
(TOUR

-STAGE) 伊藤　繁子
(TOUR

-STAGE) 植竹　麻耶

ﾘｰｸﾞ 第１ﾌﾟﾚｰﾔｰ（シード）第２ﾌﾟﾚｰﾔｰ 第３ﾌﾟﾚｰﾔｰ

加藤 田浦 杉浦 大場 伊藤 植竹

A 1A 1A 1A 1 (MAC) 加藤　晶子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 田浦　弘美

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 杉浦　百合子 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ) 大場　美智子

(TOUR
-STAGE) 伊藤　繁子

(TOUR
-STAGE) 植竹　麻耶

韮沢 越村 小澤 高柳 大場 鈴木 梅澤 谷田部

A 2A 2A 2A 2 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 韮沢　寿美子 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 越村　美奈子

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 小澤　恵子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 高柳　由加里

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 大場　朝子 (ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 鈴木　みのり

(ゆ-&Me) 梅澤　智美 (ゆ-&Me) 谷田部　美紀

市川 大滝 増田 新木 飯村 樋口

A 3A 3A 3A 3 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 市川　久美子 (ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 大滝　成子

(ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 増田　弘子 (ﾌﾘｰｸﾗﾌﾞ) 新木　国子

(ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ) 飯村　純子 (ｱｸﾃｨﾌﾞ) 樋口　たか子

飯村　純子

樋口　たか子

2222

2222

4444

1111

3333

6-16-16-16-1

1111

3333

2222

1111

3333

6-16-16-16-16-26-26-26-2

1-6 1-6

第４ﾌﾟﾚｰﾔｰ

順位

順位

順位

6-16-16-16-1

3-6

1-6 6-36-36-36-3

5-63-6

1-6

6-26-26-26-2

 女子　D（一般） 女子　D（一般） 女子　D（一般） 女子　D（一般）

6-36-36-36-3

6-56-56-56-5

3-6

5-6

2-6

6-26-26-26-2

6-16-16-16-1

2-6

6-36-36-36-3

2-6 6-56-56-56-5

A決

Ａ１２

A準２

Ａ１１

A準１

63

76

75

61

61


